
●防災・減災

請求記号 タイトル 編著者 出版社 出版年

369.3/ﾐﾝ 防災かあさん みんなの防災部 羽鳥書店 2015

369.3/ｶｿﾞ
家族、ペット、そして私を守る防災Ｂ
ＯＯＫ

マガジンハウス 2014

369.3/ｸﾆ マンションみんなの地震防災ＢＯＯＫ 国崎信江
つなぐネットコミュニケー
ションズ

2010

369.3/ﾎﾞ
備えて安心！わが家の防災読本
＝  保存版

木馬書館 1996

369.3/ｼﾞｼ 地震から子どもを守る５０の方法 国崎  信江 ブロンズ新社 2011

369.3/ｺﾂﾞ/2 子連れ防災実践ノート ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ メディアファクトリー 2012

369.3/ﾏﾏ ママのための防災ハンドブック 国崎  信江∥監修 学研パブリッシング 2012

S367.06/ｾｶ
ひと目でわかる！！シニア女性のた
めの防災手帳

NPO法人世界女性会議ネットワー
ク静岡冊子編集委員会

NPO法人世界女性会議
ネットワーク静岡 2014

369.3/ｴﾇ あんしんの種
ＮＰＯ法人多世代交流館になニー
ナ

ＮＰＯ法人多世代交流館に
なニーナ 2009

Wd37-ｶﾜ/ﾋﾄ
ひとり暮らしの女性のための防災
BOOK

女性の視点でつくるかわさき防災

プロジェクト防災冊子制作会議
川崎市男女共同参画セン
ター（すくらむ21） 2013

Wd37-ｶﾜ/ｼﾞ
女性の視点で作った防災手帖  シニ
ア版

女性の視点でつくるかわさき防災
プロジェクト防災冊子制作会議

川崎市男女共同参画セン
ター（すくらむ21） 2013

Wd64/ﾊﾊ/14 母と子の防災・減災ハンドブック
兵庫県立男女共同参画センター
イーブン

兵庫県立男女共同参画セ
ンター  イーブン 2014

M/ﾕ/15-9
ゆうゆう　２０１５年９月号
もしものときの防災・減災アドバイス

（株）主婦の友社 2015

S367.06/ﾊﾏ ぴっぴ家族の減災ＢＯＯＫ　2012
はままつ子育てネットワークぴっぴ
∥編集

はままつ子育てネットワー
クぴっぴ 2012

Wd64/ﾎﾞｳ/15 防災・減災、復興に女性の力を
「防災・減災、復興に女性の力を」
実行委員会

兵庫県立男女共同参画セ
ンター  イーブン 2015

Wd64/ﾊﾊ/14 母と子の防災・減災ハンドブック
兵庫県立男女共同参画センター
イーブン

兵庫県立男女共同参画セ
ンター  イーブン 2014

369.3/ｱﾝ パパの危機管理ハンドブック 安藤  哲也 ホーム社 2012

524.9/ｼﾞ
地震・火災に強い家の建て方・見分
け方

設計協同フォーラム 講談社 1995

524.9/ﾊﾏ
地震に強いマイホームづくり ＝  建
て主もこのくらいの知識はもつべき！

浜口 和博 ニューハウス出版 1995

369.3/ﾀﾞﾝ
男女共同参画の視点で実践する災
害対策テキスト

東日本大震災女性支援ネットワー
ク研修プロジェクト担当

東日本大震災女性支援
ネットワーク 2013

●備蓄

請求記号 タイトル 編著者 出版社 出版年

369.3/ｼﾞｮｾ 女性のための防災ＢＯＯＫ マガジンハウス 2011

369.3/ﾌｶ 布川家の防災ミーティング 布川  敏和∥編著 ベストセラーズ 2012

369.3/ﾏﾏ 防災ピクニックが子どもを守る！ ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ∥編  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014

震災！貴女が家族を守る



●避難生活

請求記号 タイトル 編著者 出版社 出版年

Wd21/ﾀﾞﾝ/12
男女共同参画の視点を取り入れた
「安心避難所づくり」ハンドブック

青森県男女共同参画セン
ター

青森県男女共同参画セン
ター 2012

369.3/ﾐﾔ 女たちが動く
みやぎの女性支援を記録する会
∥編著 生活思想社 2013

369.3/ｱｻ
女性×男性の視点で総合防災力
アップ

浅野  幸子 （財）日本防火協会 2011

369.3/ｺﾂﾞ 子連れ防災手帖 つながる．ｃｏｍ∥編 メディアファクトリー 2012

367.4/ｻｶ 地震と独身 酒井  順子 新潮社 2014

●被災後・復興

請求記号 タイトル 編著者 出版社 出版年

369.3/ｶﾅ あなたを守りたい 海南  友子 子どもの未来社 2014

369.3/ｺﾄﾞ 子どもたちへ
子育て支援ベビースマイル石
巻

子育て支援ベビースマイル
石巻 2012

369.3/ｻｲ 災害支援に女性の視点を！ 竹信  三恵子∥編 岩波書店 2012

369.3/ｻﾝ ３・１１女たちが走った 日本ＢＰＷ連合会∥編 ドメス出版 2012

369.2/ﾐﾔ 震災トラウマと復興ストレス 宮地  尚子 岩波書店 2012

369.3/ｻｲ
災害復興東日本大震災後の日本社
会の在り方を問う

日本弁護士連合会∥編 日本加除出版 2012

369.3/ﾌｯ 復興を取り戻す 萩原  久美子∥編 岩波書店 2013

369.3/ﾑﾗ 復興に女性たちの声を 村田  晶子∥編著 早稲田大学出版部 2013

369.3/ｻﾝ
３．１１後を生きる  シングルマザーた
ちの体験を聞く

NPO法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ

NPO法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2013

369.3/ｻﾝ/2
増補版：３．１１後を生きる  シングル
マザーたちの体験を聞く

NPO法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ

NPO法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ 2015

369.3/ｵﾝ 女たちの３・１１
脱原発ナガノ  ２０１１フォー
ラム∥編

オフィスエム 2011

369.3/ﾅｶ 終らないフクシマ 中尾  祐子 いのちのことば社 2013

146.8/ｿ 喪失と家族のきずな
日本家族研究・家族療法学
会

金剛出版 1998

GF/E ふくしまからきた子 松本  猛 岩崎書店 2012

369.3/ｵﾁﾞ 小千谷から おぢやのおやぢママ アスペクト 2008

●●●あなたと情報をリンク！男女共同参画をもっと身近に！●●●


